
持子保育園

日 曜日 献   　　立 主　な　食　材 お　や　つ 日 曜日 献　　　立 主　な　食　材 お　や　つ
ﾊﾟﾝ ﾜｯｻﾝﾃﾞﾆｯｼｭ 鶏のパン粉焼き 鶏肉

ｸﾞﾗﾀﾝ ﾏｶﾛﾆ　玉葱　ホタテ　ウインナー 牛乳 牛乳
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ﾁｰｽﾞ　 豆腐の中華煮 豆腐　白菜　椎茸　筍　ホタテ

ひじき煮　 ひじき　豚ミンチ　人参　しめじ　ｺｰﾝ フィナンシェ スイートポテト

中華スープ 豆腐　大根　もやし　ワカメ　 コーンスープ 南瓜　ｷｬﾍﾞﾂ　しめじ　人参　玉葱

ｷｬﾍﾞﾂ　葱
鮭の葱焼き 鮭　葱 カレイの照り焼き カレイ

牛乳 ｸﾛﾚﾗ　
白菜と鶏肉の煮物 白菜　鶏肉　玉葱　しめじ　 ﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ 豚肉　大豆　人参　ｲﾝｹﾞﾝ　ｺｰﾝ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ お菓子 トマト お菓子
味噌汁 さつま芋　油揚げ　茄子　大根 清汁 豆腐　白菜　油揚げ　もやし　大根

もやし　葱 筍
ニラﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 合ミンチ　玉葱　ニラ きうねうどん うどん　すしあげ　人参　玉葱

ｸﾛﾚﾗ 色板　葱
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰサラダ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　人参　ツナ　胡瓜 ツナじゃが じゃが芋　ツナ　ｺｰﾝ　ｲﾝｹﾞﾝ お菓子

お菓子
コンソメスープ 白菜　大根　筍　もやし　南瓜 フルーツ バナナ

親子丼 鶏肉　玉葱　しめじ　人参　葱 ﾊﾟﾝ ベアロール
卵 ﾐｰﾄローフ 合ミンチ　人参　玉葱　 牛乳

中華スープ ワカメ　もやし　チンゲン菜 お菓子 きのこｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ツナ　しめじ　ｴﾘﾝｷﾞ

大根　えのき えのき　葱 ホイルｹｰｷ
フルーツ りんご コンソメスープ 南瓜　ｷｬﾍﾞﾂ　大根　茄子　ｺｰﾝ

すずきのあんかけ すずき　椎茸　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ タラのおろし煮 タラ　大根　葱
牛乳 牛乳

ジャーマンポテト じゃが芋　玉葱　ﾍﾞｰｺﾝ　ｴﾘﾝｷﾞ ﾁｬﾌﾟﾁｪ 牛肉　春雨　人参　椎茸　胡瓜　ｺｰﾝ

葱 ﾏﾄﾞﾚｰﾇ お菓子
味噌汁 ワカメ　豆腐　もやし　ｷｬﾍﾞﾂ 清汁 絹厚揚げ　白菜　玉葱　えのき

茄子 もやし　葱
味噌カツ 豚肉 八宝菜 豚肉　白菜　筍　人参　椎茸

牛乳 平天　ムキエビ　うずら卵 牛乳
春雨サラダ 春雨　胡瓜　しいたけ　もやし 焼そば 牛肉　ごぼう　もやし　玉葱

ｺｰﾝ プリン 焼そば　葱 南瓜パイ
コーンスープ 南瓜　人参　玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 味噌汁 さつま芋　油揚げ　こんにゃく

ｸﾘｰﾑｺｰﾝ 大根　豆腐
タラのチーズ焼き タラ　ﾎｰﾙﾄﾏﾄ　じゃが芋　ﾁｰｽﾞ 鰆の西京焼き 鰆

牛乳 ｸﾛﾚﾗ　
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのオイスターソース 牛肉　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　玉葱　筍　ｴﾘﾝｷﾞ 金平ごぼう 牛肉　ごぼう　人参　筍　ｲﾝｹﾞﾝ

炒め レモンクッキー ｺｰﾝ ミルクパン
大根スープ 厚揚げ　ワカメ　大根　えのき 中華スープ ワカメ　玉葱　白菜　えのき

ｶﾆｶﾏ　葱 茄子　葱
味噌煮込みうどん うどん　豚肉　白菜　人参　玉葱 鶏の葱ソース 鶏肉　白葱

しめじ　えのき　葱 ｸﾛﾚﾗ 牛乳
人参の白和え 豆腐　人参　レンコン　ｲﾝｹﾞﾝ さつま芋サラダ さつま芋　人参　玉葱　胡瓜

ｺｰﾝ お菓子 ｺｰﾝ スフレ
フルーツ バナナ コーンスープ 南瓜　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　大根 ﾁｰｽﾞｹｰｷ

しめじ
豆腐とひじきのつくね煮 鶏ミンチ　豆腐　ひじき　玉葱 中華丼 豚肉　白菜　人参　ムキエビ　筍

葱 牛乳 椎茸　うずら卵
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ムキエビ　人参 清汁 豆腐　玉葱　油揚げ　ワカメ お菓子

ｴﾘﾝｷﾞ　焼豚 芋っち団子 しめじ　葱
コンソメスープ ワカメ　白菜　もやし　大根 フルーツ りんご

さつま芋
柳川丼 牛肉　ごぼう　人参　玉葱　しめじ 鶏団子揚げ 鶏肉　人参　玉葱　

卵　葱 牛乳
コンソメスープ さつま芋　大根　白菜　えのき お菓子 肉豆腐 牛肉　豆腐　白菜　葱

ｺｰﾝ お菓子
フルーツ オレンジ 清汁 豚肉　さつま芋　ごぼう　色板

ｷｬﾍﾞﾂ　葱
白身魚のムニエル 鯛　えのき　しめじ　白葱 鮭のﾀﾙﾀﾙｿｰｽ 鮭　玉葱　ハム　卵
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ｷｬﾍﾞﾂ　人参　ハム　玉葱 牛乳 牛乳

胡瓜　ｺｰﾝ もやしとささみの中華和え もやし　ささみ　人参　ｺｰﾝ　胡瓜

清汁 白菜　油揚げ　もやし　茄子 お菓子 りんごと天板ケーキ

筍　葱 春雨ｽｰﾌﾟ 春雨　大根　白菜　ﾍﾞｰｺﾝ　えのき

葱
肉団子 豚ミンチ　椎茸　筍 ﾊﾟﾝ ｸﾘｰﾑｴｽｶﾙｺﾞ

牛乳 キッシュ 卵　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ウインナー　玉葱 牛乳
ほうれん草のソテー ほうれん草　しめじ　ホタテ　人参 ｴﾘﾝｷﾞ　ﾁｰｽﾞ

パイナップルｹｰｷ 白菜と春雨の煮こみ 豚ミンチ　白菜　春雨　葱 フルーツ寒天
味噌汁 じゃが芋　ワカメ　ごぼう　大根 コンソメスープ じゃが芋　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　しめじ

玉葱　葱 大根　
ピラフ 焼豚　ムキエビ　人参　玉葱　しめじ 鯛の竜田揚げ 鯛　
チンジャオロースー 牛肉　ﾋﾟｰﾏﾝ　筍 ジョア 野菜炒め ｷｬﾍﾞﾂ　人参　玉葱　豚肉 牛乳

コンソメスープ じゃが芋　ｷｬﾍﾞﾂ　大根　茄子 南瓜蒸しパン 味噌汁 ほうれん草　豆腐　油揚げ　南瓜 お菓子
ﾍﾞｰｺﾝ 茄子　葱

フルーツ オレンジ

味噌カツ 材料）　豚肉ヒレ　小麦粉　パン粉　卵　　ソース…赤みそ３０ｇ酒・だし汁３０ｇ砂糖・みりん１５ｇ

　　　　　豚肉に味噌ソースをかけてできあがり。

作り方　　　豚肉に小麦粉、卵、パン粉をつけ油で揚げる。焼いてもよい。ソースの材料を鍋にいれ火にかけてみそを溶かす。

15 水 30 木

※夕間食はおにぎりです

13 月 28 火

14 火 29 水

10 金 25 土

11 土 27 月

8 水 23 木

9 木 24 金

6 月 21 火

7 火 22 水

3 金 18 土

4 土 20 月

６　月　の　献　立

1 水 16 木

2 木 17 金



　　　　　

　　



　　


